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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の対象物のうちのいずれかの種類の対象物を取得したことを確認するための携
帯端末装置及びサーバを備えたシステムであって、
　前記携帯端末装置は、
　　前記複数種類の対象物を検出するための形状についての局所特徴量に基づいて、当該
携帯端末装置の撮像装置によって撮像された空間の画像に複数種類の対象物のいずれかの
種類の対象物が撮像されているか否かを判定し、
　　いずれかの種類の対象物が撮像されていると判定されると、当該対象物が撮像されて
いると判定された画像を取得対象物画像として取り込み、
　　前記取得対象物画像を前記サーバへ送信し、
　前記サーバは、
　　前記送信された取得対象物画像を受信し、
　　前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて、当該１
つの種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決定し、
　　前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物画像が当該１つの種類の対象
物を撮像した画像であるか否かを判定し、
　前記１つの種類の対象物の画像特徴量は固有特徴量及び非固有特徴量を含み、
　前記固有特徴量は前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示す特徴的色彩値を含み
、前記非固有特徴量は当該１つの種類の対象物の特徴ではない色彩を示す非特徴的色彩値
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を含み、
　前記特徴相関量は、前記取得対象物画像における、前記１つの種類の対象物の画像特徴
量に基づいて前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示すと決定された特徴部の量と
前記１つの種類の対象物の特徴でない色彩を示すと決定された非特徴部の量との比であり
、
　前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する
ことは、前記特徴相関量が所定の範囲内であるか否かによって決定することを含む、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記非固有特徴量は、前記複数種類の対象物に共通する色彩を示す色彩値及び前記１つ
の種類の対象物の固有特徴量には含まれず他の種類の対象物の固有特徴量に含まれる色彩
値の少なくとも一方を含む、ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記１つの種類の対象物の画像特徴量は当該種類の対象物の基準画像に含まれる形状に
ついてのヒストグラムを含み、
　前記特徴相関量は、前記基準画像のヒストグラムと前記取得対象物画像に含まれる形状
についてのヒストグラムとの差分に基づいて決定される、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　当該携帯端末装置の撮像装置によって撮像された空間の画像に複数種類の対象物のいず
れかの種類の対象物が撮像されているか否かを判定することは、前記撮像された空間の画
像における所定の領域内に撮像されているか否かを判定することである、ことを特徴とす
る請求項１から３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記複数種類の対象物のうちの１つの種類は前記携帯端末装置を介して予めユーザによ
って指定される、請求項１から４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する
ことは、前記複数種類の対象物の各々について行い、最も相関性が高い対象物を撮像した
画像であると判定することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載のシステム
。
【請求項７】
　前記局所特徴量は、前記複数種類の対象物の共通する局所特徴量であるかまたは前記複
数種類の各対象物に固有の局所特徴量である、ことを特徴とする請求項１から６のいずれ
か１項に記載のシステム。
【請求項８】
　複数種類の対象物のうちのいずれかの種類の対象物を取得したことを確認するためのシ
ステムにおいて使用されるサーバであって、
　携帯端末装置によって撮像された対象物が撮像されていると判定された取得対象物画像
を携帯端末装置から受信し、
　前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて、当該１つ
の種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決定し、
　前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物画像が当該１つの種類の対象物
を撮像した画像であるか否かを判定し、
　前記１つの種類の対象物の画像特徴量は固有特徴量及び非固有特徴量を含み、
　前記固有特徴量は前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示す特徴的色彩値を含み
、前記非固有特徴量は当該１つの種類の対象物の特徴ではない色彩を示す非特徴的色彩値
を含み、
　前記特徴相関量は、前記取得対象物画像における、前記１つの種類の対象物の画像特徴
量に基づいて前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示すと決定された特徴部の量と
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前記１つの種類の対象物の特徴でない色彩を示すと決定された非特徴部の量との比であり
、
　前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する
ことは、前記特徴相関量が所定の範囲内であるか否かによって決定することを含む、
　ことを特徴とするサーバ。
【請求項９】
　複数種類の対象物のうちのいずれかの種類の対象物を取得したことを確認するための１
組のプログラムであって、１以上のコンピュータに、
　　前記複数種類の対象物を検出するための形状についての局所特徴量に基づいて、撮像
装置によって撮像された空間の画像に複数種類の対象物のいずれかの種類の対象物が撮像
されているか否かを判定する段階と、
　　いずれかの種類の対象物が撮像されていると判定されると、当該対象物が撮像されて
いると判定された画像を取得対象物画像として取り込む段階と、
　　前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて、当該１
つの種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決定する段階と、
　　前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物画像が当該１つの種類の対象
物を撮像した画像であるか否かを判定する段階と、
　を実行させ、
　前記１つの種類の対象物の画像特徴量は固有特徴量及び非固有特徴量を含み、
　前記固有特徴量は前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示す特徴的色彩値を含み
、前記非固有特徴量は当該１つの種類の対象物の特徴ではない色彩を示す非特徴的色彩値
を含み、
　前記特徴相関量は、前記取得対象物画像における、前記１つの種類の対象物の画像特徴
量に基づいて前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示すと決定された特徴部の量と
前記１つの種類の対象物の特徴でない色彩を示すと決定された非特徴部の量との比であり
、
　前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する
段階は、前記特徴相関量が所定の範囲内であるか否かによって決定する段階を含む、プロ
グラム。
【請求項１０】
　複数種類の対象物のうちのいずれかの種類の対象物を取得したことを確認するためのプ
ログラムであって、サーバに、
　携帯端末装置によって撮像された対象物が撮像されていると判定された取得対象物画像
を携帯端末装置から受信し、
　前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて、当該１つ
の種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決定し、
　前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物画像が当該１つの種類の対象物
を撮像した画像であるか否かを判定する、
　ことを実行させ、
　前記１つの種類の対象物の画像特徴量は固有特徴量及び非固有特徴量を含み、
　前記固有特徴量は前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示す特徴的色彩値を含み
、前記非固有特徴量は当該１つの種類の対象物の特徴ではない色彩を示す非特徴的色彩値
を含み、
　前記特徴相関量は、前記取得対象物画像における、前記１つの種類の対象物の画像特徴
量に基づいて前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示すと決定された特徴部の量と
前記１つの種類の対象物の特徴でない色彩を示すと決定された非特徴部の量との比であり
、
　前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する
ことは、前記特徴相関量が所定の範囲内であるか否かによって決定することを含む、プロ
グラム。
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【請求項１１】
　複数種類の対象物のうちのいずれかの種類の対象物を取得したことを確認するための方
法であって、１以上のコンピュータに、
　　前記複数種類の対象物を検出するための形状についての局所特徴量に基づいて、撮像
装置によって撮像された空間の画像に複数種類の対象物のいずれかの種類の対象物が撮像
されているか否かを判定する段階と、
　　いずれかの種類の対象物が撮像されていると判定されると、当該対象物が撮像されて
いると判定された画像を取得対象物画像として取り込む段階と、
　　前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて、当該１
つの種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決定する段階と、
　　前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象
物を撮像した画像であるか否かを判定する段階と、
　を実行させ、
　前記１つの種類の対象物の画像特徴量は固有特徴量及び非固有特徴量を含み、
　前記固有特徴量は前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示す特徴的色彩値を含み
、前記非固有特徴量は当該１つの種類の対象物の特徴ではない色彩を示す非特徴的色彩値
を含み、
　前記特徴相関量は、前記取得対象物画像における、前記１つの種類の対象物の画像特徴
量に基づいて前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示すと決定された特徴部の量と
前記１つの種類の対象物の特徴でない色彩を示すと決定された非特徴部の量との比であり
、
　前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する
段階は、前記特徴相関量が所定の範囲内であるか否かによって決定する段階を含む、方法
。
【請求項１２】
　複数種類の対象物のうちのいずれかの種類の対象物を取得したことを確認するための方
法であって、サーバに、
　携帯端末装置によって撮像された対象物が撮像されていると判定された取得対象物画像
を携帯端末装置から受信し、
　前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて、当該１つ
の種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決定し、
　前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物画像が当該１つの種類の対象物
を撮像した画像であるか否かを判定する、
　ことを実行させ、
　前記１つの種類の対象物の画像特徴量は固有特徴量及び非固有特徴量を含み、
　前記固有特徴量は前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示す特徴的色彩値を含み
、前記非固有特徴量は当該１つの種類の対象物の特徴ではない色彩を示す非特徴的色彩値
を含み、
　前記特徴相関量は、前記取得対象物画像における、前記１つの種類の対象物の画像特徴
量に基づいて前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示すと決定された特徴部の量と
前記１つの種類の対象物の特徴でない色彩を示すと決定された非特徴部の量との比であり
、
　前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する
ことは、前記特徴相関量が所定の範囲内であるか否かによって決定することを含む、方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが対象物を取得したことを確認するためのシステム、サーバ、プログ
ラム及び方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　店舗等の所定の場所を訪れたユーザに対してオンラインゲーム等の特典を与えるチェッ
クインサービスが知られている。特許文献１においては、所定の掲示物が掲示された場所
を訪れた携帯端末装置のユーザに対してオンラインゲームの特典等を与えるサービスを提
供する際に、携帯端末記憶部に記憶された掲示物の画像である基準画像に基づいて当該掲
示物が撮像領域内に撮像されていると判定されると、掲示物とその周辺部を撮像させ、こ
れを正規化した正規化画像と既に認証されてサーバに格納された認証済画像と比較して、
その類似性に基づいて、ユーザの訪問を確認するシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第６１８１８９３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、当該システムは所定の場所を訪れたことを確認するためのものであり、商品を
購入等して取得したユーザを確認して特典を与えるチェックインサービスのために、特典
付与の対象となっている商品等の対象物の種類を精度良く識別することには必ずしも適し
ていない。
【０００５】
　商品の種類を識別する二次元コードを商品包装等に貼付することにより、撮像された画
像の商品種類を特定することが可能である。しかし、二次元コードによって商品の種類を
識別するためには、商品毎に異なる二次元コードが包装用紙等に表示されていなければな
らない。既存の包装用紙のデザインを変更させ二次元コードを印刷させることは単価を大
きく上昇させるから、期間が限定されたイベント等のために実現することは困難である。
また、既存の包装用紙に各商品等を識別する二次元コードを貼付する場合には、その作業
のために単価が大きく上昇するとともに、商品の製造・流通経路を変更することを要求す
るため現実的ではない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、以下のような特徴を有している。す
なわち、本発明の一実施態様におけるシステムは、複数種類の対象物のうちのいずれかの
種類の対象物を取得したことを確認するための携帯端末装置及びサーバを備えたシステム
であって、前記携帯端末装置は、前記複数種類の対象物を検出するための形状についての
局所特徴量に基づいて、当該携帯端末装置の撮像装置によって撮像された空間の画像に複
数種類の対象物のいずれかの種類の対象物が撮像されているか否かを判定し、いずれかの
種類の対象物が撮像されていると判定されると、当該対象物が撮像されていると判定され
た画像を取得対象物画像として取り込み、前記取得対象物画像を前記サーバへ送信し、前
記サーバは、前記送信された取得対象物画像を受信し、前記複数種類の対象物のうちの１
つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて、当該１つの種類の対象物に対する前記取得対
象物画像の特徴相関量を決定し、前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物
画像が当該１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する。
【０００７】
　前記１つの種類の対象物の画像特徴量は固有特徴量及び非固有特徴量を含み、前記固有
特徴量は前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示す特徴的色彩値を含み、前記非固
有特徴量は当該１つの種類の対象物の特徴ではない色彩を示す非特徴的色彩値を含み、前
記特徴相関量は、前記取得対象物画像における、前記１つの種類の対象物の画像特徴量に
基づいて前記１つの種類の対象物の特徴である色彩を示すと決定された特徴部の量と前記
１つの種類の対象物の特徴でない色彩を示すと決定された非特徴部の量との比であり、前
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記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定すること
は、前記特徴相関量が所定の範囲内であるか否かによって決定してもよい。
【０００８】
　前記非固有特徴量は、前記複数種類の対象物に共通する色彩を示す色彩値及び前記１つ
の種類の対象物の固有特徴量には含まれず他の種類の対象物の固有特徴量に含まれる色彩
値の少なくとも一方を含んでもよい。
【０００９】
　前記１つの種類の対象物の画像特徴量は当該種類の対象物の基準画像に含まれる形状に
ついてのヒストグラムを含み、前記特徴相関量は、前記基準画像のヒストグラムと前記取
得対象物画像に含まれる形状についてのヒストグラムとの差分に基づいて決定されるよう
にすることもできる。
【００１０】
　当該携帯端末装置の撮像装置によって撮像された空間の画像に複数種類の対象物のいず
れかの種類の対象物が撮像されているか否かを判定することは、前記撮像された空間の画
像における所定の領域内に撮像されているか否かを判定することとしてもよい。
【００１１】
　前記複数種類の対象物のうちの１つの種類は前記携帯端末装置を介して予めユーザによ
って指定されることができる。
【００１２】
　前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する
ことは、前記複数種類の対象物の各々について行い、最も相関性が高い対象物を撮像した
画像であると判定してもよい。
【００１３】
　前記局所特徴量は、前記複数種類の対象物の共通する局所特徴量であるかまたは前記複
数種類の各対象物に固有の局所特徴量とすることができる。
【００１４】
　また、本発明の一実施態様におけるサーバは、複数種類の対象物のうちのいずれかの種
類の対象物を取得したことを確認するためのシステムにおいて使用されるサーバであって
、携帯端末装置によって撮像された対象物が撮像されていると判定された取得対象物画像
を携帯端末装置から受信し、前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特
徴量に基づいて、当該１つの種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決
定し、前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物画像が当該１つの種類の対
象物を撮像した画像であるか否かを判定する。
【００１５】
　さらに、本発明の一実施態様における１組のプログラムは、複数種類の対象物のうちの
いずれかの種類の対象物を取得したことを確認するための１組のプログラムであって、１
以上のコンピュータに、前記複数種類の対象物を検出するための形状についての局所特徴
量に基づいて、当該携帯端末装置の撮像装置によって撮像された空間の画像に複数種類の
対象物のいずれかの種類の対象物が撮像されているか否かを判定する段階と、いずれかの
種類の対象物が撮像されていると判定されると、当該対象物が撮像されていると判定され
た画像を取得対象物画像として取り込む段階と、前記複数種類の対象物のうちの１つの種
類の対象物の画像特徴量に基づいて、当該１つの種類の対象物に対する前記取得対象物画
像の特徴相関量を決定する段階と、前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象
物画像が当該１つの種類の対象物を撮像した画像であるか否かを判定する段階と、を実行
させる。
【００１６】
　本発明の一実施態様におけるプログラムは、複数種類の対象物のうちのいずれかの種類
の対象物を取得したことを確認するためのプログラムであって、サーバに、携帯端末装置
によって撮像された対象物が撮像されていると判定された取得対象物画像を携帯端末装置
から受信し、前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて
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、当該１つの種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決定し、前記決定
された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物画像が当該１つの種類の対象物を撮像した
画像であるか否かを判定する、ことを実行させる。
【００１７】
　本発明の一実施態様における方法は、複数種類の対象物のうちのいずれかの種類の対象
物を取得したことを確認するための方法であって、１以上のコンピュータに、前記複数種
類の対象物を検出するための形状についての局所特徴量に基づいて、当該携帯端末装置の
撮像装置によって撮像された空間の画像に複数種類の対象物のいずれかの種類の対象物が
撮像されているか否かを判定する段階と、いずれかの種類の対象物が撮像されていると判
定されると、当該対象物が撮像されていると判定された画像を取得対象物画像として取り
込む段階と、前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて
、当該１つの種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決定する段階と、
前記決定された特徴相関量に基づいて、前記取得対象物画像が前記１つの種類の対象物を
撮像した画像であるか否かを判定する段階と、を実行させる。
【００１８】
　本発明の一実施態様における方法は、複数種類の対象物のうちのいずれかの種類の対象
物を取得したことを確認するための方法であって、サーバに、携帯端末装置によって撮像
された対象物が撮像されていると判定された取得対象物画像を携帯端末装置から受信し、
前記複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に基づいて、当該１つの
種類の対象物に対する前記取得対象物画像の特徴相関量を決定し、前記決定された特徴相
関量に基づいて、前記取得対象物画像が当該１つの種類の対象物を撮像した画像であるか
否かを判定する、ことを実行させる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、複数種類の商品等の対象物の中からユーザが取得した対象物の種類を
識別して、ユーザが当該対象物を取得したことを確認するシステムを安価に実現すること
を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係るシステムの全体構成である。
【図２】本発明の一実施形態に係る携帯端末装置のハードウェア構成図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るサーバのハードウェア構成図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る携帯端末装置の機能ブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るサーバの機能ブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る情報処理を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態に係る携帯端末装置の情報処理を示すフローチャートである
。
【図８】本発明の一実施形態に係る画面表示例を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態に係るサーバの情報処理を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の一実施形態に係る対象物の特徴部及び非特徴部を可視化した図である
。
【図１１】本発明の一実施形態に係るウィンドウの概念を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る形状特徴量抽出方法を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、本発明の一つの実施形態を説明する。本実施形態に係る対象物
の取得確認システム１００は、図１に示すように、ネットワーク１１０を介して接続され
た１以上の携帯端末装置１２０とサーバ１３０を備えるシステムによって実現することが
できる。対象物は、ユーザが取得したことを確認することができるものであればどのよう
なものであってもかまわない。本実施形態においては、チェックインサービスの対象とな
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る商品とし、オンラインゲームのユーザが当該商品を店舗において購入して取得したこと
が確認されると、当該商品に対応する当該オンラインゲームにおけるアイテムが特典とし
て付与される。対象物は必ずしも商品である必要はない。例えば、イベントで無料配布さ
れるカード等であってもよい。
【００２２】
　本実施形態における携帯端末装置１２０は、対象物を撮像してネットワーク１１０を介
してサーバ１３０へ送信する装置であり、例えば、携帯電話機、スマートフォン、タブレ
ット端末、携帯ゲーム機及びデジタルカメラ等の携帯型装置とすることができる。携帯端
末装置１２０は、処理装置２０１、表示装置２０２、入力装置２０３、撮像装置２０４、
位置情報取得装置２０５、記憶装置２０６、通信装置２０７及びバス２０８を備える。記
憶装置２０６はプログラム２０９を格納する。
【００２３】
　処理装置２０１は、プログラム２０９、入力装置２０３からの入力データ、撮像装置２
０４からの撮像データ、位置情報取得装置２０５または通信装置２０７から受信したデー
タ等に基づいて、ウェブブラウザ等のアプリケーションの実行、画像処理などの各種の処
理を行う。処理装置２０１は、携帯端末装置１２０が備える各装置を制御するプロセッサ
を備えており、プロセッサが含むレジスタや記憶装置２０６をワーク領域として各種処理
を行う。これらの各構成部はバス２０８によって接続されるが、それぞれが必要に応じて
個別に接続される形態であってもかまわない。
【００２４】
　表示装置（ディスプレイ）２０２は、処理装置２０１の制御に従って、アプリケーショ
ン画面や撮像装置２０４によって撮像された画像を表示する。好ましくは液晶ディスプレ
イであるが、有機ＥＬを用いたディスプレイやプラズマディスプレイ等であってもよい。
【００２５】
　入力装置２０３は、タッチパネル、タッチパッド、入力ボタン等のようにユーザからの
入力を受け付ける機能を有するものである。携帯端末装置１２０が入力装置２０３として
タッチパネルを備える場合、タッチパネルは表示装置２０２としても機能し、表示装置２
０２と入力装置２０３は一体となった構造である。表示装置２０２と入力装置２０３は、
別の位置に配置される別個の形態であってもかまわない。撮像装置２０４は、実空間領域
の静止画ないし動画を撮像するものである。位置情報取得装置２０５は、携帯端末装置の
現在位置を示す情報を取得するものであり、例えばＧＰＳセンサやＷｉＦｉのＳＳＩＤ等
に基づいて位置を特定する装置とすることができる。
【００２６】
　記憶装置２０６は、ハードディスク、メインメモリ、及びバッファメモリを含む。ただ
しハードディスクは、情報を格納できるものであればいかなる不揮発性ストレージまたは
不揮発性メモリであってもよく、着脱可能なものであってもかまわない。例えば携帯端末
装置１２０がスマートフォンである場合はＲＯＭ及びＲＡＭを含む。記憶装置２０６には
、プログラム２０９や当該プログラムの実行に伴って参照されうる各種のデータが記憶さ
れる。プログラム２０９は、オペレーティングシステム、またはビデオゲーム、ウェブブ
ラウザ等のプレイヤ入力を要求するあらゆるアプリケーションのためのプログラムやデー
タを含む。
【００２７】
　通信装置２０７は、移動体通信、無線ＬＡＮ等の無線通信やイーサネット（登録商標）
ケーブル、ＵＳＢケーブル等を用いた有線通信を行う。この通信装置２０７によって、プ
ログラムをサーバ１３０からダウンロードして、記憶装置２０６に格納することもできる
。ＣＤ／ＤＶＤ等の光学ディスクにプログラムを格納し、通信装置２０７に光学ドライブ
を接続して、光学ディスクからプログラム等を読み込んで記憶装置２０６に格納してもよ
い。
【００２８】
　図３は本実施形態に係るサーバ１３０のハードウェア構成を示すブロック図である。サ
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ーバ１３０は、処理装置３０１、表示装置３０２、入力装置３０３、記憶装置３０６及び
通信装置３０７を備える。これらの各構成部はバス３０８によって接続されるが、それぞ
れが必要に応じて個別に接続される形態であってもかまわない。
【００２９】
　処理装置３０１は、サーバ１３０が備える各装置を制御するプロセッサを備えており、
記憶装置３０６をワーク領域として各種処理を行う。表示装置３０２はサーバのユーザに
情報を表示する機能を有する。入力装置３０３はキーボードやマウス等のようにユーザか
らの入力を受け付ける機能を有するものである。
【００３０】
　記憶装置３０６は、ハードディスク、メインメモリ、及びバッファメモリを含む。ハー
ドディスクにはプログラム３０９が記憶される。ただしハードディスクは、情報を格納で
きるものであればいかなる不揮発性ストレージまたは不揮発性メモリであってもよく、着
脱可能なものであってもかまわない。記憶装置３０６には、プログラム３０９や当該プロ
グラムの実行に伴って参照され得る各種のデータが記憶される。
【００３１】
　通信装置３０７はイーサネット（登録商標）ケーブル等を用いた有線通信や移動体通信
、無線ＬＡＮ等の無線通信を行い、ネットワーク１１０へ接続する。
【００３２】
　図４は本発明の携帯端末装置１２０の機能ブロック図の一例を示す。携帯端末装置１２
０は、携帯端末制御部４０１、携帯端末表示部４０２、携帯端末入力部４０３、撮像部４
０４、位置情報取得部４０５、携帯端末記憶部４０６及び携帯端末通信部４０７を備える
。
【００３３】
　携帯端末表示部４０２はユーザに提示するための情報を表示する。携帯端末入力部４０
３はユーザからの入力を受け付ける。撮像部４０４は実空間領域の静止画ないし動画を撮
像する。位置情報取得部４０５は携帯端末装置１２０の現在位置情報を取得する。
【００３４】
　携帯端末記憶部４０６は、各対象物の画像である基準画像を対象物の種類を示す対象物
識別情報（ＩＤ）に紐付けて記憶する。本実施形態においては、対象物の種類が複数ある
ものとするが、１種類だけであっても動作可能である。対象物が１種類しかない場合は、
基準画像は対象物ＩＤと紐付けて記憶されなくともよい。基準画像は、例えば、サーバ１
３０から取得確認用アプリケーションに含めて携帯端末装置１２０の記憶部４０６にダウ
ンロードすることができる。携帯端末記憶部４０６に記憶された基準画像は、サーバ１３
０から通信部４０７を介して受信される情報に基づいて、所定のタイミングで更新するこ
とが好ましい。例えば、特典付与のためのイベントの更新のタイミングや一定期間毎に基
準画像をダウンロードして更新することができる。取得確認用アプリケーションをウェブ
ブラウザとして、閲覧画像を撮影するためのウェブサイトへアクセスした際に基準画像を
ダウンロードしてもよい。
【００３５】
　携帯端末装置１２０の制御部４０１は、対象物を検出するための形状についての局所特
徴量に基づいて、携帯端末装置の撮像部４０４によって撮像された空間の画像に複数種類
の対象物のいずれかの種類の対象物が撮像されているか否かを判定し、いずれかの種類の
対象物が撮像されていると判定されると、当該対象物が撮像されていると判定された画像
を取得対象物画像として取り込み、前記取り込まれた取得対象物画像をサーバ１３０へ送
信する。また、位置情報取得部４０５を用いて携帯端末位置情報を取得し、撮像画像とと
もにサーバ１３０へ送信することもできる。
【００３６】
　本実施形態において携帯端末制御部４０１は、図２に記載されたハードウェア構成に含
まれるプログラム２０９が処理装置２０１によって実行されることにより実現されるが、
集積回路等を用意することによっても実現できる。また、携帯端末表示部４０２、携帯端
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末入力部４０３、撮像部４０４、位置情報取得部４０５及び携帯端末記憶部４０６及び携
帯端末通信部４０７はそれぞれ図２に記載した表示装置２０２、入力装置２０３、撮像装
置２０４、位置情報取得装置２０５、記憶装置２０６及び通信装置２０７の各ハードウェ
アによって実現されるが、プログラム２０９が処理装置２０１等によって実行され、各ハ
ードウェアと協働することによって実現されてもよい。
【００３７】
　図５は本発明のサーバ１３０の機能ブロック図の一例を示す。サーバ１３０は、サーバ
制御部５０１、サーバ表示部５０２、サーバ入力部５０３、サーバ記憶部５０６及びサー
バ通信部５０７を備える。
【００３８】
　サーバ表示部５０２はサーバ管理者等のユーザに提示するために情報を表示する。サー
バ入力部５０３はユーザからの入力を受け付ける。サーバ記憶部５０６は、対象物の画像
である基準画像及び対象物の画像特徴量を対象物ＩＤに紐付けて記憶する。対象物が１種
類しかない場合においては、基準画像及び画像特徴量は対象物ＩＤと紐付けて記憶されな
くともよい。さらにサーバ記憶部５０６は、各対象物のための画像特徴量もまた対象物Ｉ
Ｄに紐付けて記憶する。
【００３９】
　サーバ制御部５０１は、携帯端末装置１２０からの要求に応じて記憶部５０６に記憶さ
れた基準画像をその紐付けられた対象物ＩＤとともに通信部５０７を介して携帯端末装置
１２０へ送信する。また、基準画像が更新されたタイミング等の所定のタイミングで、記
憶部５０６から基準画像を読み出し、携帯端末装置１２０へ送信し、携帯端末装置１２０
における基準画像の更新を行うことができる。
【００４０】
　サーバ制御部５０１は、携帯端末装置１２０から送信された取得確認要求をサーバ通信
部５０７を用いて受信し、複数種類の対象物のうちの１つの種類の対象物の画像特徴量に
基づいて、当該種類の対象物に対する当該取得対象物画像の特徴相関量を決定し、この決
定された特徴相関量に基づいて、取得対象物画像が当該種類の対象物を撮像した画像であ
るか否かを判定する。さらに、この取得対象物画像が不正に取得された画像であるか否か
について判定してもよい。取得対象物画像に対象物が撮像されており、不正に取得された
画像ではないと判定された場合には、当該ユーザが当該対象物を取得したことが確認され
たとして、対応する特典等を付与する。
【００４１】
　本実施形態においてサーバ制御部５０１は、図３に記載されたハードウェア構成に含ま
れるプログラム３０９が処理装置３０１によって実行されることにより実現されるが、集
積回路等を用意することによっても実現できる。また、サーバ表示部５０２、サーバ入力
部５０３、サーバ記憶部５０６及びサーバ通信部５０７はそれぞれ図３に記載した表示装
置３０２、入力装置３０３、記憶装置３０６及び通信装置３０７の各ハードウェアによっ
て実現されるが、プログラム３０９が処理装置３０１等によって実行され、各ハードウェ
アと協働することによって実現されてもよい。
【００４２】
　次に、本実施形態における携帯端末装置１２０及びサーバ１３０の動作のフローチャー
トを図６に示した。本実施形態においては、携帯端末装置１２０であるスマートフォンの
ユーザがプレイしているオンラインゲームにおけるアイテムを取得するために、ユーザは
複数種類の対象物である商品のうちのいずれかを購入して取得することを求められている
場合を例にとって説明する。ここでは、商品の種類毎に与えられるオンラインゲームにお
けるアイテムが異なるため、ユーザがいずれの商品を取得したのかを特定しなければなら
ない。
【００４３】
　ユーザは対象となっている商品を販売している店舗を実際に訪れ、いずれかの商品を購
入して取得し、当該取得した商品を携帯端末装置１２０を用いて撮像して、サーバ１３０
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へ送信する。サーバ１３０は、取得された商品が複数ある対象商品のうちいずれかの種類
の商品であるかが判定され、撮像された商品が対象商品のある１つの種類であると決定さ
れると、ユーザがその商品を取得したと認められ、当該商品種類に対応するアイテムがこ
のユーザのゲームアカウントに対して配布される。以下に、これらの処理の内容を具体的
に説明する。
【００４４】
　まず、本実施形態においてユーザは、プログラム２０９として取得確認用アプリケーシ
ョンを携帯端末装置１２０にダウンロードしてインストールし、いずれかの店舗を訪れて
商品を購入する。ユーザが取得した商品の画像を撮像するために携帯端末装置１２０にお
ける取得確認用アプリケーションを起動すると、携帯端末装置１２０が取得確認要求処理
（Ｓ６０１）を開始する。取得確認要求処理において携帯端末装置１２０の制御部４０１
が撮像部４０４を用いて、商品を含む画像を撮像して取得対象物画像として取り込み、こ
の取得対象物画像を含む取得確認要求をサーバ１３０へ通信部４０７を介して送信する。
【００４５】
　サーバ１３０は取得確認要求を受信して、取得確認処理を実行する（Ｓ６０２）。取得
確認処理においてサーバ１３０は、ユーザによって撮像された商品が、特典付与の対象と
なっている複数種類の商品のうちのいずれか１つの種類であるかを判定する。
【００４６】
　本実施形態における取得確認要求処理（Ｓ６０１）のより具体的な処理内容を図７に示
す。ユーザが携帯端末装置１２０における取得確認用アプリケーションを起動すると、取
得確認要求処理Ｓ６０１が開始される。
【００４７】
　携帯端末制御部４０１は基準画像のためのカウンタｄを０にセットする（Ｓ７０１）。
本実施形態においては、携帯端末装置１２０の記憶部４０６には、特典付与の対象となる
Ｄ個の種類の対象物（商品）の各対象物ＩＤに紐付けて基準画像が記憶され、これらに基
づいて、ユーザによって撮像された画像に対象物である商品が含まれているか否かを判定
する。基準画像は例えば対象物ＩＤ番号順に比較の対象とされる。
【００４８】
　ユーザは携帯端末装置１２０の撮像部４０４を取得した商品に向けて、商品の撮像を試
みる。撮像部４０４は向けられた方向の実空間を撮像する（Ｓ７０２）。撮像された画像
は動画の１フレームとすることが好ましいが、静止画撮影によって撮像された画像であっ
てもよい。そして、記憶部４０６に記憶された基準画像のうちのｄ番目（０≦ｄ＜Ｄ）の
基準画像と撮像部４０４によって撮像された空間の撮像画像とを比較して（Ｓ７０３）、
当該基準画像に紐付けられた対象物が撮像された空間の画像における所定の領域内に撮像
されているか否かを判定する（Ｓ７０５）。
【００４９】
　本実施形態において、基準画像と撮像部４０４によって撮像された空間の撮像画像との
比較は形状についての局所特徴量に基づいて実行される。ここで形状は商品の形状の他に
商品に記載されたロゴや商品名等の文字の形状や模様等も含む。局所特徴量を用いること
により、撮像された画像内に商品が撮像されているか否かを高速に判定することができる
。局所特徴量は予め算出して記憶部４０６に予め記憶しておくことが好ましい。
【００５０】
　ここでは局所特徴量を用いて大まかに対象物が撮像されているか否かを判定するため、
比較している基準画像の対象物と類似するその他の対象物や対象物以外のものが撮像され
ている場合であっても、比較対象の基準画像の対象物が撮像されていると判定される可能
性がある。本発明においては、局所特徴量を用いた判定におけるこのような誤判定の可能
性を許容する。局所特徴量を用いることで高速に対象物が撮像されていると推定される領
域を特定し、より精度の高い識別を行うための特徴相関量を用いた演算を行う対象を限定
することで演算量を削減し、高速に対象物の種類を特定することを可能とする。
【００５１】



(12) JP 6517298 B2 2019.5.22

10

20

30

40

50

　本実施形態においては、所定領域内に商品が撮像されるように携帯端末装置１２０の位
置及び角度を移動させるようにユーザを誘導して、商品が撮像される領域を所定領域内に
限定させる。これにより、撮像画像内の商品の位置及びサイズを幾何学的に正規化し、こ
れ以降の商品種類識別のための情報処理量を削減する。
【００５２】
　商品が撮像されるべき所定の領域は、撮像部４０４によって撮像可能な領域の全体より
も小さい領域とし、商品を所定の領域内に撮像するとともに商品の周辺部も同時に撮像す
る。周辺領域の画像は後述する不正取得対象物画像の検出（Ｓ９０７）に利用することが
できる。
【００５３】
　ｄ番目の基準画像の対象物が撮像された空間の画像における所定の領域内に撮像されて
いると判定されない場合には（Ｓ７０４）、カウンタｄをカウントアップし（Ｓ７０５）
、判定すべきＤ種類のすべての対象物の基準画像と撮像画像とを比較したかを判定する（
Ｓ７０６）。すべてについて判定していない場合には次の基準画像が撮像画像に対象物が
撮像されているかを判定する（Ｓ７０３、Ｓ７０４）。すべての基準画像と撮像画像との
比較を行ったと判定された場合には（Ｓ７０６）、カウンタｄをリセットし（Ｓ７０１）
、新たな空間の画像を撮像し（Ｓ７０３）、この撮像画像に対して基準画像との比較を実
行する。いずれかの基準画像の対象物が撮像された空間の画像における所定の領域内に撮
像されていると判定されるまでＳ７０１～Ｓ７０６の処理を繰り返し実行する。
【００５４】
　図８に１つの実施例としての表示部４０２に表示される取得確認用アプリケーションの
表示画面８００を示す。対象物はハンバーガーとする。図８（ａ）に示すように、表示部
４０２は、撮像部４０４によって撮像された空間の画像とともに、対象物であるハンバー
ガー８０２を納めるべき所定の領域を示す枠８０１及び対象物を枠内に入れるように指示
するメッセージを表示する。ここでは表示部４０２には撮像部４０４の撮像領域の全体８
０３が表示され、枠８０１はこの全体の領域よりも小さい領域である。このため、ハンバ
ーガー８０２が枠８０１に収められた際には枠８０１の外側領域にはハンバーガー８０２
の周辺の画像８０５が表示される。枠８０１内にハンバーガーを収めるように指示される
ことにより、ユーザは携帯端末装置１２０を移動させる。
【００５５】
　基準画像の対象物が撮像された空間の画像における所定の領域内に撮像されているか否
かを判定する局所特徴量を用いた判定処理（Ｓ７０３、Ｓ７０４）は、例えば、ＯＲＢ（
Oriented FAST and Rotated BRIEF）特徴量を用いたキーポイントマッチング技術を用い
ることにより実現できる。具体的には、基準画像内の局所特徴量としての特徴的な点（キ
ーポイント）を予め検出して取得確認用アプリケーションの一部として記憶部４０６に格
納しておく。そして、この予め格納された基準画像の特徴点（キーポイント）を所定の領
域（枠８０１）内に重畳させ、撮像部４０４が撮像して得た画像の特徴点がこの所定の領
域内に重畳された特徴点と重なっている場合、基準画像の対象物が撮像された空間の画像
における所定の領域内に撮像されていると判定する。基準画像の特徴点と撮像された画像
の特徴点とは完全に重なる必要はない。例えば、所定数の特徴点が所定のずれの範囲で重
なった場合には、所定の領域内に対象物が撮像されていると判定することができる。
【００５６】
　ユーザが携帯端末装置１２０を動かして、所定の領域内に対象物を納めることに成功す
ると、基準画像の対象物が撮像された空間の画像における所定の領域内に撮像されている
と判定され（Ｓ７０４）、所定の領域内に撮像された対象物及びその周辺部を含む空間の
画像が取得対象物画像として取り込まれる（Ｓ７０７）。本実施形態において取得対象物
画像の取り込みは、これ以降の処理のために撮像画像を記憶部４０６に記憶することであ
る。各携帯端末装置が取得対象物画像を取り込む処理を実行するから、大量の取得確認要
求が同時になされた場合であっても各携帯端末装置へ負荷が分散され、サーバへの負荷を
軽減することができる。
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【００５７】
　図８（ｂ）に示すように、取得対象物画像の取り込みに成功したことをユーザに伝える
ためのメッセージとともに取得対象物画像をサーバに送信して取得確認要求を送信するか
再度撮影し直すかを問い合わせるメッセージを表示部４０２に表示し、入力部４０３が再
度取り直すための入力を受け付けた場合にはＳ７０１へ戻り、サーバ１３０へ送信するた
めの入力を受け取った場合には、携帯端末装置１２０の制御部４０１は通信部４０７を用
いて、取得確認要求をネットワーク１１０を介して送信するサーバ１３０へ送信する（Ｓ
７０８）。取得確認要求は、ユーザを識別するユーザＩＤ及び取得対象物画像を含む。
【００５８】
　本実施形態においては、所定の対象物の基準画像と撮像画像とを比較して所定領域内に
対象物が撮像されているか否かの判定を行ったが、共通する特徴を有する複数種類の対象
物については、共通する特徴を示した特徴量を表すデータに基づいて判定を行ってもよい
。この場合には、この共通する特徴を有する全ての対象物が検出される。取得対象物画像
にこれらの対象物のうちのいずれが撮像されているのかは後述する処理によって特定され
る。
【００５９】
　次に、図９に示したフローチャートに基づいて、サーバ１３０で実行される取得確認処
理（Ｓ６０２）の具体的な処理を説明する。本実施形態では、ｋ番目の対象物の基準画像
の画像特徴量に基づいて、ｋ番目の種類の対象物に対する取得対象物画像の特徴相関量を
決定し（Ｓ９０２）、決定された特徴相関量に基づいて、取得対象物画像に含まれる商品
が対象商品のいずか１つの種類であるか否かを判定する（Ｓ９０３）。その後、その画像
が不正に加工されていないか、さらに他のユーザによって撮像された画像の複製等の不正
な画像であるか否かを判定する（Ｓ９０７）。取得対象物画像に対象物の１つの種類が含
まれていて、不正な画像でない場合には、当該種類に対応する特典がユーザに付与される
（Ｓ９０８）。以下、これらの処理について詳細に説明する。
【００６０】
　サーバ制御部５０１は対象物の種類のためのカウンタｋを０にセットする（Ｓ９０１）
。本実施形態においては記憶部５０６には、特典付与の対象となる複数種類の対象物の各
々についての固有特徴量及び非固有特徴量が各対象物の対象物ＩＤに紐付けて記憶部５０
６に記憶され、これらの対象物のいずれかがユーザによって撮像された画像に含まれてい
るかを順次判定する。ここでは、固有特徴量及び非固有特徴量の両方を各対象物に固有の
ものとするが、固有特徴量のみを各対象物に対して固有とし、非固有特徴量は全種類に対
して共有としてもよい。Ｓ９０２及びＳ９０３において比較の対象となる対象物は、例え
ば対象物ＩＤ番号順とすることができる。
【００６１】
　固有特徴量はある対象物の種類を識別するために適切な特徴を示す量であり、非固有特
徴量はその対象物の種類を識別するために不適切な特徴を示す量である。本実施形態にお
いては、固有特徴量及び非固有特徴量は、対象物を表す画像の色彩についての特徴量とす
る。ここでは固有特徴量は、対象物を表す画像の各ピクセルのＲＧＢ値のうち、当該対象
物の特徴的なＲＧＢ値を１以上含んだテーブルとする。例えば、対象物を撮像した画像か
ら目視にて特徴的と思われるピクセルのＲＧＢ値及び特徴的ではないと思われるピクセル
のＲＧＢ値を抽出してテーブルを作成することができる。このテーブルは、各対象物の基
準画像に基づいて作成してもよいが、対象物画像におけるＲＧＢ値は撮像した際の照明の
色等によっても変化するから、様々な照明条件において対象物を撮像した複数の画像に基
づいて複数の固有特徴量を含んだテーブルを作成することが好ましい。
【００６２】
　一例として、対象物であるハンバーガーの包装用紙に商品名が記載されている場合に、
商品種類毎に商品名の文字色が異なるものの、包装用紙の背景色は共通である場合を考え
る。この場合には、各商品に固有の文字色を示すＲＧＢ値を含んだ固有特徴量テーブルを
作成し、背景色を示すＲＧＢ値を含んだ非固有特徴量テーブルを作成する。さらに、ある
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商品の文字色と他の商品の文字色とは異なるから、他の商品の文字色を示すＲＧＢ値は、
その商品については非固有特徴量のテーブルに含ませることができる。その商品以外のた
めの文字色はその商品に含まれていない色であるから、このような特徴量を非固有特徴量
に含めることにより、商品識別を誤る確率を減少させることができる。
【００６３】
　本実施形態においては、商品名「ＣＨＥＥＳＥ ＢＵＲＧＥＲ」の文字は緑色、商品名
「ＨＵＭＢＥＲＧＥＲ」の文字は紫色とし、ＣＨＥＥＥＳＥ ＢＵＲＧＥＲ及びＨＵＭＢ
ＥＲＧＥＲの両方の包装用紙の背景色は茶色であるとする。このときの、ＣＨＥＥＳＥ 
ＢＵＲＧＥＲの固有特徴量テーブル及び非固有特徴量テーブルを表１及び表２に示す。
【００６４】
【表１】

【００６５】
【表２】

【００６６】
　表１はＣＨＥＥＥＳＥ ＢＵＲＧＥＲの固有特徴量を示すテーブルである。例えば、Ｉ
Ｄ＝０の１３１，１５０、８７はＣＨＥＥＥＳＥ ＢＵＲＧＥＲの文字色として使用され
る緑色を示す１つのＲＧＢ値である。照明条件によって、同じ印刷された緑色であっても
その撮像された画像におけるＲＧＢ値は異なるものとなるから、緑を示す他の複数のＲＧ
Ｂ値も含まれている。表２はＣＨＥＥＳＥ ＢＵＲＧＥＲの非固有特徴量を示すテーブル
である。例えば、ＩＤ＝０の１０７，７１，５４は、ＣＨＥＥＳＥ ＢＵＲＧＥＲとＨＵ
ＭＢＥＲＧＥＲの両方の包装用紙に共通の茶色を示すＲＧＢ値である。さらに、ＣＨＥＥ
ＳＥ ＢＵＲＧＥＲの包装用紙には含まれない、ＨＵＭＢＥＲＧＥＲの文字色である赤色
を示すＲＧＢ値を含んでもよい。
【００６７】
　サーバ制御部５０１は、これらの対象物の固有特徴量及び非固有特徴量に基づいて、そ
の対象物についての取得対象物画像の特徴相関量を決定する。本実施形態においては、対
象物の固有特徴量及び非固有特徴量に基づいて抽出された固有特徴部と非固有特徴部との
面積比を当該対象物に対する特徴相関量とする。
【００６８】
　まず、対象物の固有特徴量及び非固有特徴量のテーブルにおけるすべてのＲＧＢ値と取
得対象物画像における各ピクセルのＲＧＢ値との色彩差分を算出する。あるピクセルにお
けるＲＧＢ値との色彩差分が最も小さいＲＧＢ値を含むテーブルが固有特徴量テーブルで
ある場合には、そのピクセルを固有特徴部（固有特徴ピクセル）とし、非固有特徴量テー
ブルである場合には、そのピクセルを非固有特徴部（非固有ピクセル）とする。そして、
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抽出された固有特徴部と非固有特徴部との面積比を算出する。
【００６９】
　色彩差分の計算においては、均等性のある色空間上での色の距離系である、godlove色
差式（Godlove, I. H.: Improved Color-Difference Formula, with Applications to th
e Perceptibility and Acceptability of Fadings, Journal of the Optical Society of
 America, 41(11), pp.760-770, (1951)）や、CIE2000（Luo, M. R., Cui, G., & Rigg, 
B., "The development of the CIE 2000 colour-difference formula: CIEDE2000", Colo
r Research & Application, Volume 26, Issue 5, October 2001, pp. 340-350, DOI: 10
.1002/col.1049）を用いることができる。例えば、ＨＳＶ空間上の距離として一般的に知
られるgodlove色差式Δgodloveは、次のように定義できる。
【００７０】
【数１】

【００７１】
　図１０に、本実施形態の処理によって決定された固有特徴部及び非固有特徴部を可視化
した図を示す。ここでは、固有特徴部（ピクセル）を白色及び非固有特徴部（ピクセル）
を黒色で示した。このように、固有特徴量テーブルに含まれるＲＧＢ値に近いＲＧＢ値を
有する部分、すなわち対象物の特徴的な色の部分である文字部分が固有特徴部として抽出
され、非固有特徴量テーブルに含まれるＲＧＢ値に近いＲＧＢ値を有する部分、すなわち
、対象物の特徴的な色ではない背景部分が非固有特徴部として抽出されていることが分か
る。特徴相関量である抽出された固有特徴部と非固有特徴部との面積比は、例えば、図１
０における白色部分と黒色部分の面積比である。
【００７２】
　非固有特徴量テーブルを使用しないで、固有特徴量テーブルのＲＧＢ値との差が閾値内
であれば固有特徴部と判定し、それ以外の場合には非固有特徴部と判定することもできる
。しかし、前述したとおり、同一種類の対象物を撮像した場合であっても、照明条件によ
って撮像された画像の各ピクセルのＲＧＢ値は変化する。そのため、固有特徴量から一定
の範囲内であるかのみによって固有特徴部か否かの判定を行うと誤判定される可能性が高
まる。例えば、特徴的な色である緑に近い照明下で撮影された取得対象物画像の判定を行
うと、すべてのピクセルが固有特徴量に近い色となるから、全てのピクセルが固有特徴部
と判定される恐れがある。
【００７３】
　一方、本実施形態のように、非固有特徴量テーブルも用いて、固有特徴量と非固有特徴
量のいずれに近いかの相対的な判定を行うことにより、より正確に判定を行うことが可能
となる。例えば、緑の照明下において撮像された画像に基づいて非固有特徴量が抽出され
ていれば、緑の照明下で撮像された取得対処物画像であっても、緑がかった背景色のピク
セルは非固有特徴量テーブルに含まれるＲＧＢ値に近い色となるから、非固有特徴部と判
定することが可能となる。様々な照明下において撮像した画像に基づいて、これらのテー
ブルを作成することによりその精度をより高めることができる。また、非固有特徴量とし
て、対象物に含まれていない色を入れることにより、さらにその精度を高めることができ
る。
【００７４】
　Ｓ９０３において、決定されたｋ番目の対象物に対する取得対象物画像の特徴相関量に
基づいて、ｋ番目の対象物が撮像されているか否かについて判定する。この特徴相関量が
当該対象物のために予め定められた範囲内である場合には、取得対象物画像にはＣＨＥＥ
ＳＥ ＢＵＲＧＥＲが撮像されていると判定する。
【００７５】
　そして、ｋ番目の対象物が撮像されていると判定された場合には、不正検出（Ｓ９０７
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）へ移行し、撮像されていないと判定された場合には、カウンタｋをカウントアップし（
Ｓ９０４）、まだすべての種類Ｋについて判定していなければ（Ｓ９０５）、次の種類に
ついて再度判定処理を実行するためにＳ９０２へ戻る。すべての種類Ｋについて判定を行
ったにもかかわらず、対象物が撮像されていると判定されなかった場合には、いずれの種
類の対象物も検出できなかったからエラーと決定し（Ｓ９０６）、携帯端末装置１２０へ
エラーメッセージを送信し、対象物が検出できなかった旨の通知を行う（Ｓ９１０）。
【００７６】
　ｋ番目の対象物が撮像されていると判定された場合には、不正取得対象物画像であるか
否かの判定処理を行う（Ｓ９０７）。不正検出は、取得対象物画像を不正に加工したこと
及び他のユーザが撮像した画像を複製する等によって不正に取得したことを検出する。画
像が不正に加工されたか否かを検証する方法としては、A. E. Dirik and N. Memon, "Ima
ge tamper detection based on demosaicingartifacts," 2009 16th IEEE International
 Conference on Image Processing(ICIP), Cairo, 2009, pp. 1497-1500やMinati Mishra
, Flt. Lt. Dr. M. C. Adhikary, "Digital Image Tamper DetectionTechniques - A Com
prehensive Study," International Journal of ComputerScience and Business Informa
tics, Vol.2, No.1. ISSN: 1694-2108 , June 2013に示されているとおり、様々な方法が
知られている。本発明においては、画像が不正に加工されたか否かを検証する方法であれ
ばいかなる方法であってもよい。
【００７７】
　閲覧画像が不正に加工されていないと判定された場合には、取得対象物画像に含まれる
対象物の周辺部の画像に基づいて他のユーザが撮像した画像を複製する等によって不正に
取得したものであるか否かを判定する。対象物の周辺を含んだ画像は、通行人が映り込ん
だり、日陰の位置が変わったりするため、撮影する時間が異なれば、完全に同じ画像とは
ならない。また、商品の周辺部は商品の撮像場所毎に異なるから、撮像画像毎に異なるも
のとなる。本発明において既に正当な取得確認要求であると判定された取得確認要求に含
まれていた取得対象物画像をサーバ記憶部５０６に格納して蓄積しておき、判定の対象と
なっている取得対象物画像を既に確認済の取得対象物画像と比較することによって、複製
によって取得された画像であるか否かを判定することが可能である。両者の類似性が一定
以上に高ければ不正な画像と判定する。
【００７８】
　この周辺画像に基づいた不正検出は、例えば、特許文献１（特許第６１８１８９３号）
に記載された方法によって実現することができる。本実施形態においては、撮像部４０４
によって撮像可能な領域の全体よりも小さい所定の領域内に対象物を撮像させるから、対
象物の周辺部も同時に撮像され、特許文献１に開示された不正検出方法を組み込んで不正
検出を行うことができる。
【００７９】
　不正取得対象画像検出（Ｓ９０７）において、不正な取得対象物画像ではないと判定さ
れた場合には、ｋ番目の対象物をユーザが取得したことが確認されたものとして、ｋ番目
の対象物に対応する特典を付与するための処理を実行し（Ｓ９０８）、特典付与が行われ
た旨の通知を携帯端末装置１２０へ送信する（Ｓ９１０）。不正な取得対象物画像である
と判定された場合には、不正取得対象物画像のための処理を実行し（Ｓ９０９）、不正取
得対象画像であると判定された旨の通知を携帯端末装置１２０へ送信する（Ｓ９１０）。
【００８０】
　本実施形態は、撮像された画像中に対物象が含まれる対象物領域検出のために回転や移
動に強いロバストな特徴量である局所特徴量を用い、検出した対象物領域に含まれる対象
物がバリエーション中のいずれかを確定させるための対象物識別のための大域的な色彩特
徴量を用いるという、２つの特徴量を用いたマッチング処理を行う。これにより、多種類
の対象物を高速・高精度に識別することを可能とする。変化やノイズには強いが識別性は
十分に高くない局所特徴量と、識別性は高いものの変化やノイズには弱い大域的な色彩特
徴量とを連結することにより、識別性とノイズ耐性の両方を同時に実現することを可能と
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する。
【００８１】
　特に、対象物が包装用紙に包装された商品である場合などは、包装用紙の折り畳みによ
る変形や汚れなどのノイズが多く含まれ、既存の特徴量マッチングのみでは正確に商品種
類を確定することができない。しかしながら、本実施形態を用いることにより、ノイズが
多く含まれている場合であっても、高い精度で高速に対象物の種類を特定することができ
る。
【００８２】
　本実施形態においては、Ｓ９０３において、ｋ番目の対象物に対する取得対象物画像の
特徴相関量に基づいて取得対象物画像にｋ番目の対象物が撮像されていると判定されると
、当該ｋ番目の対象物が撮像されたものと決定したが、複数種類のすべての対象物に対し
て特徴相関量を算出し、最も相関性の高い対象物が撮像されていると決定することもでき
る。例えば、ｋ番目の対象物のための予め記憶された所定値Ａｋと取得対象物画像のため
に算出された面積比Ｃｋとの差が最も小さい対象物が取得対象物画像に撮像されていると
決定することができる。
【００８３】
　本実施形態においては、Ｓ９０２において特徴相関量を得るために用いられる画像特徴
量を色彩の特徴量としたが、形状の特徴量を用いて特徴相関量を決定することもできる。
例えば、Ｎ×Ｎピクセルのウィンドウを定義し、基準画像の各ピクセルに対して順次適用
して、形状のパターンを抽出して、これに基づいて形状の特徴量とすることができる。
【００８４】
　説明を簡単にするためＮを２とし、白黒画像を対象とした場合を例にとって説明する。
図１１に示すように２×２ピクセルのウィンドウ１１００を定義し、このウィンドウに含
まれるピクセルのパターンは、各ピクセルが白または黒となるため２4通りのパターンと
なり、各パターンに識別番号ＰＩＤ（０～１５）を割り当てる。例えば、すべてのピクセ
ル（１１０１～１１０４）が白のパターンはＰＩＤ＝０、右下のピクセル（１１０１）の
みが黒の場合はＰＩＤ＝１、全てのピクセルが黒の場合はＰＩＤ＝１５とする。
【００８５】
　そして、図１２（ａ）に示す基準画像１２００に対してウィンドウ１１００を適用する
。まず、基準画像１２００の左上のピクセル１２０１にウィンドウ１１００の左上のピク
セル１１０１を位置合わせして（図１２（ｂ））、基準画像１２００の左上の２×２ピク
セルのパターンを抽出し、抽出されたパターンのＰＩＤのカウンタを１カウントアップす
る。ここでは、基準画像１２００の左上の２×２ピクセルはすべて白であるから、ＰＩＤ
＝０のカウンタＣＰＩＤ＿０を１つインクリメントする。図１２（ｃ）及び（ｄ）に示す
とおり、ウィンドウ１１００を１ピクセルずつ移動させて、この処理を基準画像のすべて
のピクセルに対して実行し、各ＰＩＤに対応するパターンがそれぞれいくつあったかをカ
ウントし、カウンタＣＰＩＤ＿０～ＣＰＩＤ＿１５を取得する。そして、このカウンタＣ
ＰＩＤ＿０～ＣＰＩＤ＿１５をビンとして、この対象物の種類についての画像特徴量とし
ての形状ヒストグラムを取得する。
【００８６】
　取得対象物画像に対してもこのウィンドウ１１００を用いて形状ヒストグラムを作成す
る。そして、取得対象物画像の形状ヒストグラムと基準画像の形状ヒストグラムとの差分
を算出してこれを特徴相関量とする（Ｓ９０２）。そして、特徴相関量である差分値が所
定の範囲内である場合には、取得対象物画像にその対象物が撮像されている判定され、範
囲外であった場合には撮像されていないと判定される（Ｓ９０３）。ここでは特徴相関量
である差分値が小さいほど相関性が高い。
【００８７】
　さらに、変形例として、ユーザがいずれの対象物を取得したのかを予め特定してもよい
。この場合には、特定された対象物の局所特徴量のみに基づいて、所定領域内に対象物が
撮像されているのかの確認処理を行い、取得確認要求には、指定された対象物の種類を特
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定する対象物ＩＤを含めてサーバ１３０へ送信し、サーバ１３０はこれに基づいて特定さ
れた対象物の画像特徴量のみに基づいて取得対象物画像に対象物が撮像されているか否か
を判定すればよいため、より高速の処理を実現することできる。
【００８８】
　また、１人のユーザが所定の店舗において１つの種類の対象物を取得してチェックイン
処理を行うことについて回数制限を行うことも可能である。この場合には、携帯端末装置
１２０が確認要求を送信する際に、取得対象物画像の撮像時に位置情報取得部４０５によ
って取得された位置情報を取得確認要求に含めて送信し、サーバ１３０は特典付与を行う
際に、当該対象物の種類について当該ユーザが既に当該位置付近において撮像された画像
に基づいてチェックインを行っていないかを確認する。既にチェックインを行っていた場
合には、特典付与は行わず、まだチェックインを行っていない場合には、特典付与を行っ
た後、当該ユーザについては当該位置で既にチェックインを行ったことを示す情報をサー
バ記憶部５０６に記憶する。
【００８９】
　共通の特徴を含む複数種類の対象物の１つのカテゴリがある場合には、例えば、取得確
認処理（Ｓ６０２）の開始時に、色彩等の共通特徴量に基づいて取得対象物画像に含まれ
る対象物がそのカテゴリのいずれか１つであることを決定して、そのカテゴリ内の対象物
についてのみＳ７０１以降の処理を実行することもできる。多数の対象物がある場合には
、比較の対象を削減することができるため、処理を高速化することができる。
【００９０】
　本実施形態においては、サーバ１３０が取得確認処理（Ｓ６０２）を実行する場合につ
いて説明したが、携帯端末装置１２０が取得確認処理を実行してもよい。例えば、携帯端
末装置１２０の記憶部４０６に、対象物の基準画像に加えて、特典付与の対象となる複数
種類の対象物の各々についての固有特徴量及び非固有特徴量を各対象物の対象物ＩＤに紐
付けて記憶することで実現できる。これらの情報は、サーバ１３０から定期的に取得して
更新することが好ましい。携帯端末装置１２０は、Ｓ７０７において所定の領域内に撮像
された対象物及びその周辺部を含む空間の画像が取得対象物画像として取り込んだ後、取
得確認要求をサーバ１３０へ送信しない。サーバ１３０に代わって携帯端末装置１２０が
、当該取り込んだ取得対象物画像に基づいて、取得確認処理としてＳ９０１～Ｓ９０９の
処理を実行し、ユーザが対象物を取得したことを確認することができる。通知送信（Ｓ９
１０）は実行せずに、携帯端末装置１２０の表示部４０２に、ユーザが対象物を取得した
か否かの確認の結果として、特典が付与されたこと、不正確認要求と判定されたこと等の
メッセージを表示することができる。
【００９１】
　以上に説明した処理または動作において、矛盾が生じない限りにおいて、処理または動
作を自由に変更することができる。また以上に説明してきた各実施形態は、本発明を説明
するための例示であり、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではない。本発明は
、その要旨を逸脱しない限り、種々の形態で実施することができる。また、本実施形態に
記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による
効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるものではない。
【符号の説明】
【００９２】
１００　取得確認システム
１１０　ネットワーク
１２０　携帯端末装置
１３０　サーバ
２０１　処理装置
２０２　表示装置
２０３　入力装置
２０４　撮像装置
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２０５　位置情報取得装置
２０６　記憶装置
２０７　通信装置
２０８　バス
２０９　プログラム
３０１　処理装置
３０２　表示装置
３０３　入力装置
３０６　記憶装置
３０７　通信装置
３０８　バス
３０９　プログラム
４０１　末制御部
４０２　表示部
４０３　入力部
４０４　撮像部
４０５　位置情報取得部
４０６　記憶部
４０７　通信部
５０１　制御部
５０２　表示部
５０３　入力部
５０６　記憶部
５０７　通信部
８００　表示画面
８０１　枠
８０２　対象物
８０３　全体画像
８０５　周辺画像
１１００　ウィンドウ
１１０１　ピクセル
１１０２　ピクセル
１１０３　ピクセル
１１０４　ピクセル
１２００　基準画像
１２０１　ピクセル
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